第５６回通常総代会開催！
去る５月２４日、第５６回通常総代会が開催され、すべての議案について承認を
いただきました。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
国において小規模事業者に視点を当てた「小規模
支援法」が施行され、様々な施策の充実が図られて
います。「小規模事業者持続化補助金」等をはじめ
経営営計画の作成について伴走支援していきます。
また、新たな観光ルートの情報発信やインバウンド
観光の推進等地域活性に努めます。
ヘルパーステーションさくらについても引き続
き京北地域の福祉の向上に寄与することを目的に、
地域の関係機関等と連携を図り、職員全員が協力し
ながら質の高いサービス提供を目指します。

総代選挙ご報告
先日行われました総代選挙におい
て、新総代が決定しました。当選さ
れました総代様（別紙公告）につき
ましては、３年間どうぞよろしくお
願いいたします。

農山漁村振興推進計画
本年度も商工会は、事業実施団体(KEIHOKU Style)の構成員として、京都市右京区役所京北出張
所、京都市京北農林振興センター、京都市産業政策課、（一社）里山デザインとともに、地域の課題解
決のため事業に協力することになりました。
事業をすすめるにあたり、会員
事業所様の御協力をお願いいた
します。
また、京北やまぐにの郷様や
府立北桑田高校様とも連携し、
京北の将来に向け地域全体で
活性化を図り、事業に取り組み
たいと思います。

１．基幹産業である農林業が需要の減少や担い手の高齢化や
後継者不足により低迷している
２．若者の就業の場が少なく、２０～３０歳代の人口がいびつな
人口構成になっている
３．魅力ある観光資源を有しながらインバウンド等への受入体
制が確立できていない
４．移住希望者に対して情報発信力が弱い
５．ものづくりの制作活動を求める人材に対して、魅力発信が
弱い
６地域産品等がありながらブランド形成に至らず、販路が確保
できていない
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「実践！販路開拓塾」開講のご案内
首都圏向け商談会「海・森・お茶の京都“セレクト産品”商談会」や、
府内向け商談会への出展を通じて、販路開拓に取り組まれる事業者の
商品の訴求を高め、営業力を強化するための知識や販路拡大に向けた
有効なプロセスを実践的に学べる「実践！販路開拓塾」を全４回で開講。
＜日時・テーマ・講師＞
第１回（ 商

第２回（ 広

談 ）

報 ）

第３回（ 商品改良 ）

第４回（ 訴 求 力 ）

＜会 場＞

「商談のプロローグ ＦＣＰシート作成講座」
平成２９年７月２１日（金）１５時～１８時

高野克三 氏

「自社の強みを再発見 プレスリリース講座」
平成２９年７月２６日（水）１０時～１２時 あいちよろず支援拠点
奥村コーディネーター
「顧客目線の商品づくり」
平成２９年７月３１日（月）１４時～１７時

岡本英志 氏

「商売に活かす 商品写真撮影セミナー」
平成２９年８月８日（火）１５時～１８時
フォトゼミ 伊藤正仁 氏

京丹波町商工会 ２階 研修室

＜主 催＞

京都府商工会連合会

※お申込み、お問い合わせは商工会まで（☎ 075-852-0348）

産業財産権相談会のご案内
今年も京都発明協会様による巡回無料相談会が開催されます。
京都府内における発明と産業財産権制度の普及・啓蒙と地方の活性化を
目的に実施されています。
＜開催予定日＞
◇平成２９年９月１４日（木）
１３：３０～１６：３０ 京北商工会内
◇担当弁理士 中村 泰弘 氏（特許業務法人京都国際特許事務所）
◇参加費
無料
（事前予約制 定員３名）
例えば

☆知財に関する初歩的なことから教えてほしい
☆アイデアがあるがどうすればいいの？
☆ロゴマークを出願したい
などなど・・・
お問い合わせ・お申込み先
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商工会

☎075-852-0348

「竹の里・乙訓」と「もうひとつの京都」を結ぶ大物産展出店者の募集
「もうひとつの京都（海・森・お茶）」の表玄関となる乙訓地域において、乙訓地域の物産・歴史・文化
や地域ブランドに成長した「激辛商店街」とのコラボによる大物産展が、昨年に引き続き開催されます。
京都府全域の誘客につなげるとともに、各地域の特産品や物産等を紹介することにより、商品の販路
拡大につなげることを目指しておられます。
出店を希望される方は 7 月 20 日（木）までに商工会までご連絡をお願いします。
（☎ 075-852-0348 商工会）
☆開催日
☆場 所
☆規 模
☆来場者

：
：
：
：

平成 29 年 9 月 23 日(土・祝) 午前 9 時 30 分～午後 4 時
京都向日町競輪場 (向日市寺戸町西ノ段 5 番地)
出展予定数１００店舗 （概ね大物産展５０、激辛商店街等５０）
１０万人（見込み） 「竹の里・乙訓」及び「海、森、お茶の京都」4 の観光等ＰＲブース
を設置し、京都府全体の誘客イベントとしても実施
☆内 容 ： ①乙訓地域の物産・歴史・文化のＰＲ
②「竹野里・乙訓」の物産展
③「もうひとつの京都」のＰＲ
④「海の京都」「森の京都」「お茶の京都」の物産展
⑤向日市激辛商店街及びその他の地域の激辛商品の販売・飲食提供
⑥ステージイベント
☆出店料 ： ５，０００円
基本設備（長机 2 本、椅子 2 脚、電気コンセント 1ｋｗ、養生シート（グルメブースのみ））
※火気使用の場合は、耐火ボードが必要（1 枚 1,000 円で準備可能）
＜昨年度実績＞
・来場者数 ８万人
・天気
くもりのち午後から雨
・出展数
８５店舗（大物産展５２、激辛商店街３３）
府内各地域からの出展３８（海１５、森９、お茶１４）

京の老舗表彰
京都府は、社会経済情勢の変換の中にあって創業１００年以上
で、堅実に稼業の理念を守り、他の模範となってきた企業を「京
の老舗」として顕彰し、その長年の経営努力を報奨されます。
商工会はそんな「京の老舗」を推薦します。「われこそは！」も
しくは「○○さんとこは！」というお声をお待ちしています。
自薦他薦問いません。申請に向けて伴走支援いたします。
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平成２９年６月２１日（水）京都府立北桑田高等学校普通科
１年生に青年部が授業を行いました。テーマは「仕事」
先生となったのは青年部員４名です。
仕事や未来の人材について、地元で仕事をしてきたことから伝
えたいことを話されました。
☆仲井電気工事商会 仲井亮文さん
☆人見石工 人見真一朗さん
☆東工務店一級建築士事務所 東昇平さん
☆greentail 大島剛司さん
（自己紹介順）
その後質疑応答では、生徒さんから質問があり、青年部が答え
るという活発な授業となりました。
最後に漢字一文字で「目標」を表し１回目授業は終了しました。
今後、２回目を９月、３回目を２月に予定しています。
詳しくは商工会ホームページ「職員ブログ」に掲載しています。

日時：平成２９年７月３０日（日）
午前 10 時～午後３時ごろ
（カブトムシが無くなり次第
終了します）
場所：京都市京北森林公園
共催：京北商工会女性部
西の鯖街道京北食の協議会
（対象：小学生以下
１ペア５００円）
※必ず昆虫ケースを
持参してください。

6 月 30 日に行われた青年部主張発表予選
大会に、米嶋銘木の米嶋貴生さんが出場さ
れました。「青年部活動に参加して」というテ
ーマで青年部活動や事業活動について、ご
自身の筋トレを例にあげ、「つながり」の大切
さを発表されました。
結果は惜しくも３位で、京都府大会
へ進むことができませんでしたが、京北の
可能性を感じることができるような発表
でした。米嶋貴生さん、お疲れ様でした。
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第４回
「京都京北・木こり技能大会」の
ご案内
京都京北・木こり技能大会実行委員会が、「京北の林業を
もっと知ってもらいたい！」との想いから、今年も「京都
京北・木こり技能大会」を開催されます。
日
場
主
内

時
所
催
容

：
：
：
：

平成 29 年 10 月 29 日（日）10 時から 16 時
あうるの森の原っぱ
京都京北・木こり技能大会実行委員会
①グラップル競技
伐倒・造材競技

※それぞれ林業経験者のプロフェッショナル部門と
林業経験が少ない方向けのチャレンジ部門に分け
けて技術の正確性や効率性、安全への配慮等を採点

②林業体験コーナー・出展ブース等

京都京北・木こり技能大会ホームページ

http://keihoku-kikori.com/

京北夏まつりの開催について
恒例の「京北夏まつり」が今年も京北夏まつり実行委員会様の
主催により今年も開催されます。
日時
場所

８月１６日（水）１７時～２２時（予定）
ウッディー京北前 駐車場

源泉所得税
納期特例納付について
今年の１月から６月までに預かった源泉税を
７月１０日(月)までに納付していただかなけれ
ばいけません。手続きがまだの事業所様はお忘
れのないよう、ご注意ください。ご相談がある
場合は商工会までご連絡ください。
（商工会 075-852-0348）
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事業主さんと従業員さんのための
共済制度
＜中退金＞
中小企業の従業員の確かな安心のための
退職金制度です。
＜小規模企業共済＞
小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方が
事業をやめられたり、退職されたりした場合に、
生活の安定や事業の再建を図るための資金を準
備しておく共済制度で、経営者の退職金制度といえます。

編集後記
商工会の新年度は４月から。それにしたってあっという間に第１四半期が終わりました。お
正月から考えるともう半分が過ぎました。本当に早いです。目指すところはありますが自分の
中で優先順位と作業納期が合わず、苦しんでいる方は多いのではないでしょうか。
どなたのお言葉かを記録しておらずわからないのですが、「自分に来た役割をとにかく一生
懸命行う・・・そこで初めて自分が何の為に生まれてきたのかわかる。」私が去年メモに書き
留めていた言葉です。今もやはり私の心にしみる言葉でした。

商工会だよりに関するお問い合わせは
京北商工会まで TEL 075－852－0348
FAX 075－852－1173
URL http://keihoku.sakura.ne.jp/
ﾒｰﾙ keishoko@skyblue.ocn.ne.jp
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